令和２年度事業計画について
重点事業

＜第２次観光まちづくりビジョン策定７年目＞

（１） 会員拡大

入会しやすい仕組みづくりと会員特典、会費等の自主財源確保の検討

（２） おもてなしシティーセールスで、来訪者数８００万人を目指します。
（３） 令和３年度から実施予定「着地型商品企画」の研究調査をし、令和２年度については、１０のモニター
ツアーを実施します。
（４） 旅行会社、鉄道会社と連携した、ウォーキング・ハイキングの実施、魅力ある商品企画を提案し積極的
に商談会へ参加します。
（５） スポーツ合宿の営業促進を強化し、昨年度以上の利用増を目指します。
（６） 市観光基本計画最終年度にあたり、令和３年度からの事業推進ビジョンを市と策定します。
（７） マンネリ化しない、効果のある、３つのプロジェクト事業を企画し、
「事業推進部」
、
「おもてなしシティーセールス部」
、「にぎわいづくり部」が連携し、推進します。
（８）

マスコミ、雑誌社、映画・テレビロケ等へ積極的に協力します。

（９）新型コロナウィルス感染蔓延に伴い、会員・地域を応援する事業に見直し実施します。

◆第一四半期（４月～６月）
①第２次とよかわ観光ビジョン３大プロジェクト会議
②会員の特典、会費、サポーター制度等調査し、会員の拡大に取り組む
③新型コロナウィルス感染拡大防止に伴う事業変更の実施
④まつり動画（多言語付き）PR ポスター＆チラシ発行
⑤協会 HP にて、まつり開催と動画ＰＲ
⑥着地型体験プログラム研究事業
⑦会員飲食お土産店舗の情報収集：スポーツ合宿委託事業
⑧スポーツ種目別施設紹介パンフレットの情報収集：スポーツ合宿委託事業
⑨神社仏閣御朱印調査
⑩飲食店舗応援企画「豊川テイクアウトナビ＃豊川エール飯」HP と PR のぼりの制作
⑪宅配弁当店舗応援企画

市役所、会員企業へメニュー案内

⑫コロナ対策取り組み事業

HP 制作

⑬とよかわフラワー日持ち調査（とよかわバラ、とよかわスプレーマム、とよかわガーベラ）
⑭市内再発見！市民ツアー企画募集

◆第二四半期（７月～９月）
①第２次とよかわ観光ビジョン３大プロジェクト会議
②会員拡大キャンペーン
③神社仏閣御朱印 HP 企画制作
④とよかわ秋まつりポスター＆チラシ発行
⑤令和２年度とよかわ BRAND 認定申請 7 月～受付スタート
⑥愛知県観光 PR・商談・旅行会社営業事業：スポーツ合宿委託事業

⑦新たなイベントの調査研究事業
⑧新たな集客施設調査研究事業
⑨飲食店舗テイクアウト周遊企画「豊川エール飯スタンプラリー」
⑩市内周遊企画「豊川クエスト」８つの指令をクリアせよ！フォトロゲで市内を旅しよう！
⑪市内再発見！市民ツアー実施

◆第三四半期（１０月～１２月）
①第２次とよかわ観光ビジョン３大プロジェクト会議
②名鉄ハイキング、JR さわやかウォーキングイベントの支援協力（観光物産展）
③初詣キャンペーン

浜松駅、名古屋駅、金山駅、東京駅

④とよかわ新春まつりポスター＆チラシ発行：MATSURI プロジェクト
⑤もっと知りたい！とよかわブランド「本宮山」登山！クイズラリー！１０月開催
⑥もっと知りたい！とよかわブランド日本一の生産量「とよかわバラ」生産者見学とフラワーアレンジメント
教室

10 月開催

⑦もっと知りたい！とよかわブランド！「とよかわ生炊佃煮」工場見学１１月開催
⑧もっと知りたい！とよかわブランド「豊川稲荷」自分をみつめなおすひと時、団体ご祈祷と
写経・座禅体験

１２月開催

⑨まつりサミット調査バス周遊企画「竹ドーム小屋掛けで観劇赤坂の舞台と御油松並木を堪能」１０月開催
⑩まつりサミット調査バス周遊企画「豊年を感謝提灯が並ぶ豊川稲荷秋季大祭といなり楽市」１１月開催
⑪小中学生対象「とよかわ宝物マップ」10 月～12 月に募集
⑫もっと知りたい！とよかわブランド「御油松並木」と大橋屋歴史散策

11 月開催

⑬もっと知りたい！とよかわブランド日本一の生産量「とよかわうずら缶」工場見学 11 月開催
⑭愛知県観光 PR・商談・旅行会社営業事業：スポーツ合宿委託事業

◆第四四半期（１月～３月）
①第２次とよかわ観光ビジョン３大プロジェクト会議
②名鉄豊川キャンペーン（1 月～4 月 10 日頃まで
③JR 東海豊川キャンペーン（1 月～2 月

豊川稲荷＋豊川稲荷周辺のまち）

豊川稲荷＋豊川稲荷周辺のまち）

④とよかわ春まつりポスター＆チラシ発行
⑤とよかわブランド発表
⑥セミナーもっと知りたい！大地の恵み体験！とよかわイチゴ狩り２月開催
⑦セミナーもっと知りたい！大地の恵み体験！とよかわトマト狩り
⑧セミナーもっと知りたい！三明寺シダレ桜と歴史散策

2 月開催

３月開催

⑨会員飲食・お土産物店舗紹介パンフレット発行事業：スポーツ合宿委託事業
⑩「第７回とよかわおもてなし講演会」3 月開催
⑪とよかわブランド体感！砥鹿神社正式参拝と神庫見学

1 月開催

⑫もっと知りたい！とよかわブランド「豊川いなり寿司」を体感！豊川いなり寿司教室」3 月開催
⑬まつりサミット調査バス周遊企画「新春財賀寺知恵文殊まつり大筆書き大会を鑑賞」3 月開催
※とよかわまちおこしフェスタ２０２１「第６回いなりんピック！」については、企画内容、実施については、
状況を踏まえ再検討

◆都市圏プロモーション
＜スケジュール＞
・都庁観光 PR と物産展
・東京ドーム都市対抗野球大会での豊川市観光物産展
・大阪豊中せんちゅうパルにて愛知・名古屋の観光物産展
・日本橋イベントスペース

豊川市観光物産展

・有楽町駅前広場愛知県の観光物産展
・JR 名古屋駅・名鉄名古屋駅・JR 金山駅・JR 浜松駅でのＰＲ
・豊川稲荷東京別院大祭（秋季大祭・節分祭、初午祭

豊川市観光物産展）

◆連携・協会組織強化について
（１）会員の新規事業マスコミリリース等情報収集し、会員皆様の取り組みを積極的に配信します。
（２）青少年の郷土愛、関心度を上げるために、インターンシップを常時受け入れ、出前授業等学校の取り組み
に積極的に協力します。
（３）市、商工会議所、JA、商工会、まつり関係者、企業・諸団体、東三河広域観光協議会、愛知県観光協会、
日本観光振興協会と連携した、にぎわいづくり事業を推進し、連携を強化します。
（４）将来的な、事業を視野に入れ、法人化への調査研究を実施します。

◇予算項目別事業計画◇
１．催事開催費

（予算額

2,815 千円

財源内訳

（１）桜まつり・夜間照明工事については、中止

協会 1,920 千円

市補助 895 千円）

警備・清掃委託は、実施

（２）とよかわまちおこしフェスタ２０２１「いなりんピック！」開催設営委託料等
（３）モニターツアーの企画実施
（４）事務費

２．宣伝事業費 （予算額

10,407 千円

財源内訳

協会 4,548 千円

市補助 3,900 千円

宿委託事業 1,959 千円）
（１）イベント、キャンペーン、商談会等の旅費、ガソリン代、出展料等
（２）新聞広告、県観光協会 HP 等広告料
（３）ホームページ運営委託料等
（４）観光ポスター、チラシ、パンフレット作成料
（５）会員紹介チラシ
（６）ブランドエンブレム PR ツール
（７）スポーツ合宿用ホームページ運営及び種目別案内チラシ作成料等
（８）映画ロケ等受入賄費
（９）新型コロナウィルス感染症に伴う飲食店舗応援

テイクアウトＰＲのぼり制作費用、

スタンプラリー景品、豊川テイクアウトＫＩＮＧ選抜戦企画費用

３．観光案内所運営費

（予算額

1,880 千円

財源内訳

協会 0 円

市補助 1,880 千円）

（１）土地、建物賃借料
（２）維持管理費
（３）観光情報提供機器購入
※スタッフ人件費は総務費で計上。

４．観光一般事業費

（予算額

1,350 千円

財源内訳

協会 1,350 千円

（１）協賛行事会長賞、供物料等
（２）観光ボランティアガイド用需用費
（３）フラワーツーリズム事業（駅東駐車場）
（４）諸団体負担金等（各団体との連携強化）
（５）旅行会社、バス会社への営業ツール

５．観光業費調査研究及び観光ビジョン事業費
（予算額

2,150 千円

財源内訳

協会 2,150 千円

市補助 0 円）

（１）新規イベント企画研究事業費
（２）着地型プログラム策定事業費
（３）まちづくりビジョン調査研究事業費
（４）来訪者増の他事例の手法研究調査費

（５）調査研究結果の提言

市補助 0 円）

市スポーツ合

６．総務費

（予算額 42,738 千円

財源内訳

協会 1,217 千円

市補助 39,480 千円

市スポーツ合宿

委託事業 2,041 千円）
（１）人件費
※事務局長、職員 4 名、臨時職員 7 名分（報酬、賃金、共済費、費用弁償）
（２）事務費（旅費、消耗品費、印刷製本費、光熱水費、通信運搬費、車両維持費等）
（３）事務局使用料等（プリオ共益費、床借上料）
（４）着ぐるみ修繕料
（５）財務会計等処理委託料

７．都市圏プロモーション活動事業費

（予算額

1,200 千円

財源内訳

協会 0 円

市補助 1,200 千円）

（１）キャンペーン旅費
（２）キャンペーン用ポスター、チラシ作成料及び消耗品
（３）キャンペーン用資材運搬料
※活動期間・場所（予定＝二子玉川駅前広場、豊川稲荷東京別院、その他）

8．インバウンド対策事業費

（予算額

1,400 千円

財源内訳

協会 0 円

市補助 1,400 千円）

（１）動画多言語化作成委託料
（２）インバウンド対応翻訳機購入

9．スポーツ合宿都市圏プロモーション事業費 （予算額
千円）
（１）スポーツ合宿キャンペーン・商談会旅費・消耗品
（２）スポーツ合宿ＰＲ資材等運搬料

1,000 千円

財源内訳

協会 0 円

市補助 1,000

